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《全章》
『子ども』

市内に住所を有する 18歳未満の者をいう。
『保護者』

親又は親に代わり子どもを養育する立場にある者をいう。

《第１章》
『合計特殊出生率』

15 ～ 49 歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、１人の女性がその年齢別出生率で
一生の間に生むとしたときの子どもの数に相当する。

『エンゼルプラン』　
エンゼルプランは、少子化が子どもの成長や社会経済に大きな影響を及ぼすことが懸念され
る中で、子育て支援に社会全体で取り組み、総合的・計画的に推進するために平成６年 12 月
16 日に厚生・文部・労働・建設４大臣合意により策定された計画のこと。

『新エンゼルプラン』
「少子化対策推進基本方針」に基づく「重点的に推進すべき少子化対策の具体的実施計画」
として、従来のエンゼルプランや緊急保育対策等５か年事業を見直し、策定されたもので、平
成 11 年 12 月に当時の大蔵・文部・厚生・労働・建設・自治の６大臣の合意により策定され
た計画のこと。

『次世代育成支援対策推進法』　　
急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化にかんがみ、次世代育成支援
対策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業主及び国民の責務を明らかにす
るとともに、行動計画策定指針並びに地方公共団体及び事業主の行動計画の策定その他の次世
代育成支援対策を推進するために必要な事項を定めることにより、次世代育成支援対策を迅速
かつ重点的に推進し、もって次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社
会の形成に資することを目的とする法律。
「次世代育成支援対策」とは、次代の社会を担う子どもを育成し、又は育成しようとする家
庭に対する支援その他の次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される環境の
整備のための国若しくは地方公共団体が講ずる施策又は事業主が行う雇用環境の整備その他の
取り組みをいう。

『特定事業主』　　
政令で定められた地方公共団体の教育委員会等国及び地方公共団体の機関、それらの長又は
それらの職員のこと。これに対し、「一般事業主」とは、国及び地方公共団体以外の事業主のこと。

─用語解説─



『子ども・子育て関連３法』
国の新たな子ども・子育て支援の新たな仕組みに関する次の３つの法律を合わせて「子ども・
子育て関連３法」と呼ばれている。
・「子ども・子育て支援法」
・「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正す
る法律」
・「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に
関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」

『子ども・子育て支援新制度』
国は平成 24 年８月、子ども・子育てに関する課題を解決するため、法律（子ども・子育て
関連３法）を制定し、この法律に基づく子ども・子育てにおける新しい支援制度が始まった。
新制度の目的は、幼稚園や保育所に加え認定こども園の普及を図り、また新たに地域型保育を
新設し待機児童の多い０歳児から２歳児の保育環境の改善、量を増やし質の改善を図るもので、
共働き家庭のみならず、すべての子育て家庭に対する子ども・子育て支援の制度。

『宗像市次世代育成支援対策（前期、後期）行動計画』
市では、子育ての問題についてその支援に総合的な視点で取り組むため「子育て支援計画」
を平成 13 年度に策定し、子育て支援に関する様々な施策や事業を推進、平成 17 年には、国
の行動計画策定指針の内容を包含した「第２次子育て支援計画（宗像市次世代育成支援対策前
期行動計画）」を策定した。その後、前期行動計画を継承し、平成 22 年度から平成 26 年度ま
での子育て支援及び子どもの育ち支援の充実に向けた施策を定めた「第２次子育て支援計画（宗
像市次世代育成支援対策後期計画）」を策定した。

『宗像市子ども基本条例』
「子どもの権利」、「大人の責務」、「子どもにやさしいまち」を３つの柱とし、子どもの健や
かな成長が保障されるまちづくりを進めていくため、平成 24 年４月１日に施行された条例の
こと。条例の前文で、子どもは一人ひとりが権利の主体であることや子どもの最善の利益を保
障することなどを宣言している。この条例は、子どもの権利（安心して生きる権利、自分らし
く生きる権利、豊かに育つ権利、意見を表明する権利）の保障、子どもの居場所づくりの推進、
子どもの権利の侵害に対する救済と回復を支援する「宗像市子どもの権利救済委員」の設置や
保護者、市民及び市が行うべき役割などが明記されており、これに基づき、市は子どもが夢と
希望に満ち自分らしく健やかに成長できるまちづくりを進めている。なお、11月 20 日を「宗
像市子どもの権利の日」と定めている。

『都市ブランド推進プログラム』　
市は子育て世代の定住人口の増加につながるよう、「子育て世代に選ばれる都市イメージ」
の確立を目指している。そのために、価値や独自性を高めるまちづくりをしながら、市内外の
人たちとの共感をつくりだす情報発信を進めていく、都市ブランド推進の方向性をまとめたも
の。

『保幼小連携』　　　　　
保育所・幼稚園・小学校の連携のこと。保幼小連携の推進は、保育所保育指針、幼稚園教育
要領、小学校学習指導要領にも明記されており、市においても、宗像市幼児教育振興プログラ
ムの基本施策の一つとして取り組んでいる。
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『第２次宗像市総合計画』　
総合計画は、市の最上位計画として位置づけられ、市の将来を長期的に見通し、将来像を定め、
それを実現するために必要な取組みの方向性を示したもの。
第２次宗像市総合計画では、将来像「ときを紡ぎ躍動するまち」を定め、その実現のため、「ま
ちの成長」、「まちの成熟」を基本方針として、平成 27年度から平成 36年度までの 10年間の
まちづくりの方向性を示している。

『市民（との）協働』　
市民等（市内在住者、市内に通勤・通学する者など）及び市が創造豊かで活力あるまちづく
りを推進するため、それぞれの役割分担のもと、相互に補い合いながら、対等な立場でともに
活動し、その成果を相乗効果的に生み出すための営みをいう。

《第２章》
『時限立法』　

限時法、時限法ともいう。一時的・臨時的な政策などについて制定され、法令の有効期間を
定めない恒久法に対し、有効期間を定めて立法された法令をいう。
次世代育成支援対策法は、急速な少子化の進行等を踏まえ次世代育成支援対策推進のため平
成 27 年３月 31 日までを有効期間としていたが、改正次世代育成支援対策推進法より、その
有効期間が平成 37年３月 31日まで延長された。

『宗像市次世代育成支援対策審議会』
子育て中の保護者である市民公募委員、幼稚園や保育所及び子育て支援事業に従事している
事業関係者ならびに民生委員児童委員といった児童福祉団体関係者、関係行政機関の職員、教
育関係者、学識経験者で構成された審議会で（１）子ども・子育て支援法第 77 条第１項に規
定する事項に関すること。（２）　宗像市子ども基本条例（平成 24 年宗像市条例第 13 号）に
よる行動計画の策定及び見直しに関して、意見を述べること並びに同条例による施策等の検証
に関して審議すること。（３）　次世代育成支援対策の推進について調査審議を行う機関。
なお、「子ども・子育て支援法」第 77 条第１項の規定では、市町村は子ども・子育てにかか
る合議機関を設置する旨が明記されているが、市は、この次世代育成支援対策審議会がその機
関としての役割を担っている。

《第３章》
『将来人口推計』　　　　　　

市の将来推計人口は、将来の出生、死亡、並びに人口移動について仮定を設け、コーホート
要因法＊１により推計を行った。「基準人口」「出生率」「生存率」「社会人口移動率」については、
男女年齢別に分類された以下の数値を使用した。　
基準人口：平成 24年３月 31日総人口95,996 人
出 生 率：保健統計年報に基づく合計特殊出生率「1.26」
生 存 率：人口問題研究所「死亡率中位」
社会人口移動率：平成 17年から平成 21年までの平均値

　　＊１　コーホート要因法　
　　各コーホート（同じ年、又は同じ期間に生まれた人々の集団のこと）について自然増減（出
生と死亡）及び純移動（転出入）という二つの人口変動それぞれについて将来値を仮定し、
それに基づいて将来人口を推計する方法。



『待機児童』
保育所や放課後児童クラブの入所要件を備えているにも関わらず、定員超過などの理由で入
所できない児童のこと。　

『施設型保育』　　　　　　
施設型給付の対象となる施設は「認可保育所」、「幼稚園」、「認定こども園」の各教育・保育
施設で、これらで行われる保育を総称して施設型保育という。

『地域型保育』　　　　　　
地域型保育給付の対象となる事業は「小規模保育」、「家庭的保育」、「居宅訪問型保育」、「事
業所内保育」で、これらの事業を総称して地域型保育という。

『子育て支援センター』　　
地域で子育てを支援する基盤の形成を図るため、子育て家庭への支援活動の企画、調整、実
施を担当する職員を配置し、子育て中の親同士の交流の場、相談の場等の提供を行い、育児不
安を抱える子育て家庭への相談・指導、子育てサークル等への支援などを通して、地域の子育
て家庭に対する育児支援を行うことを目的に設置された施設。

『子育てサロン』　　
地域のボランティアが実施する乳幼児と保護者が自由に利用できる親子で気軽に遊べる場、
保護者同士の交流や情報交換の場、遊びを通した子ども同士の交流の場。

《第４章》
『子どもの最善の利益』　　　

子どもにとって最も良いことは何かということ。子どもの福祉に関する広い範囲の問題を決
定するために、ほとんどの裁判所が準拠する原則。「児童の権利に関する条約」においては基
本原則として掲げられている。

『生きる力』　　　
1996 年に文部省（現・文部科学省）の中央教育審議会（中教審）が「21世紀を展望した我
が国の教育の在り方について」という諮問に対する第１次答申の中で述べたもの。教育の新た
な目的の１つとして取り上げられた。
変化の激しいこれからの社会を生きるために、確かな学力、豊かな心、健やかな身体の知・徳・
体をバランスよく育てることが大切であるが、このバランスのとれた力のこと。

『児童の権利に関する条約』
18 歳未満のすべての人の保護と基本的人権を国際的に保障、推進するため、1989 年（平成
元年）の国連の総会において採択された条約。「子どもの権利条約」とも呼ばれる。すべての
児童は、性や出身などでいかなる差別も受けることなく、自分のことについて自由に意見を述
べることなどの権利が保障されることを規定している。
この条約の特徴は、子どもを単なる保護対象としてではなく、独自の考えや主体的な能力を
持つ「大人と対等な一人の人間」としてとらえ、発達段階に応じてその権利を使いながら社会
に参加していく存在であると考えていること。
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『自尊感情』
自己に対する評価感情で、自分自身を基本的に価値あるものとする感覚。
自分自身の存在や生を基本的に価値あるものとして評価し、信頼することによって、人は積
極的、意欲的に経験を積み重ね、満足感を持ち、自己に対しても他者に対しても受容的であり
うる。このような意味において、自尊感情は精神的健康や適応の基盤をなすとされている。

『規範意識』　　　
道徳、倫理、法律等の社会のルールを守ろうとする意識のこと。

『第２次性徴』
男女それぞれが子孫を残す準備のために身体が変化することを指す。第２次性徴の発現が始
まり、子どもから大人の身体に変化している期間を思春期と呼ぶ。

『ネット社会』
インターネットは手軽にいつでもだれともつながる利便性があり、情報発信者が相手に見ら
れず発信することができるため日常生活とは違った人間関係をつくることができ、インター
ネットなしでは日常生活ができないほどになってきた現代社会のこと。
インターネットは、また一方で一般的な社会的規制が利きづらいため、子どもが犯罪行為に
巻き込まれるなど様々な危険も潜在している。
このような（インター）ネット社会といかにうまく対応していくか、特に教育・子育ての場
面で大きな課題となっている。

『グローバル社会』　　　
政治・経済・文化など様々な側面において従来の国家・地域の垣根を越え、地球規模で資本
や情報のやり取りが行われる社会のこと。

『小中一貫教育』　　　　
同じ中学校区にある小・中学校が共通の目標を設定し、その達成に向けて教職員が協働して
義務教育９か年の一貫したカリキュラムに基づいて実施する教育。
市では、小・中学校の教員が互いの学校で授業を行ったり、小学校高学年で教科担任制を導
入したりしている。また、教員向け合同研修会、小中学生の合同遠足、小学校の合同宿泊体験
など教員や児童生徒の交流も盛ん。

《第５章》
『自然体験』　　

自然を大切にする気持ちを育て、生命の大切さを学び、人と人とのつながりをつくることを
目的に、自然の中で自然を利用して行う体験活動、野外活動や一次産業体験、環境学習など。

『生活体験』　　
年齢に応じて自らの日常的な生活の中で、炊事、掃除、洗濯などを体験すること。近年では
こうした体験と子どもの自主性、社会性、耐性、道徳性などの「生きる力」の発達に関連があ
ると言われている。

『グローバル人材』
語学力・コミュニケーション能力、主体性・チャレンジ精神・積極性や異文化、自国の文化へ
の理解、幅広い教養や日本人としての誇りなどを身に付けたグローバル社会において活躍できる
人材のこと。市では、平成26年度にグローバル人材育成プランを策定し、目指す人材像を「お
互いを尊重し、そうぞう力を持って、世界とコミュニケーションができる」人と設定している。



『子どもプレーパーク』
子どもの体験活動の推進を図るため、子どもが自由な発想で遊ぶことを目指した遊び場。子
どもたちが自らしてみたいことを考え、チャレンジすることで遊びが広がる。「冒険遊び場」
とも呼ばれる。

『出張プレーパーク』
市内の公園やコミュニティ・センターなどで行われるプレーパーク

『放課後プレーパーク』
学校の放課後に、市内の公園やコミュニティ・センターなどで行われるプレーパーク

『特別支援教育』　　　　　
教育上、特別な支援を必要とする幼児・児童・生徒に対し、障害による学習上または生活上
の困難を克服するための教育。

『学校適応指導教室』　　　
不登校児童生徒に対して集団生活への適応、情緒の安定、基礎学力の補充、基本的生活習慣
の改善等のための相談・適応指導を行うことにより、学校への復帰を支援し、社会的自立を図
るために市が設置する施設。

『スクールカウンセラー』　
児童生徒の臨床心理に関して高度に専門的な知識・経験を有する臨床心理士などの専門家。
小中学校で校長の指揮監督の下、児童生徒へのカウンセリング、カウンセリング等に関する教
職員・保護者への助言・支援などを行う。

『学園コーディネーター』　　
各中学校区において地域の実態に応じた特色ある小中一貫教育を展開できるよう、学校間・
学校と地域・学校と家庭をつなぐ連絡調整役。

『学校運営評議委員会』　　
保護者及び地域住民の学校運営への参画を促進するため、中学校毎に設置している組織。小
中学校の校長は、学校運営評議委員会の意見を尊重して学校運営にあたるとされている。

『学力向上支援教員』　
「確かな学力」の育成や特別な支援を要する児童生徒への指導を行うため、小中学校に配置
された非常勤講師。指導方法工夫改善や小中一貫教育に取り組む学校で、きめ細やかな学習指
導や兼務教員の後補充などに活用されている。

『ＩＣＴ機器』　　　
ＩＣＴとは、情報通信技術（InformationandCommunicationTechnology）の略。
市では、パソコン・デジタルテレビ・電子黒板、実物投影機・タブレット端末等のＩＣＴ機
器を小中学校に配備し、「わかる授業づくり」に取り組んでいる。

『ＡＬＴ』　　　　　
AssistantLanguageTeacher の略で外国語指導助手のこと。市では、小中学校に外国人を派
遣し、外国語担当教員の助手として外国語の授業に活用している。
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『宗像市幼児教育振興プログラム』　
市が平成 19 年２月に策定した家庭や地域社会を含む０歳から小学校就学前の幼児教育に関
わる保育所・幼稚園などのすべての機関を対象とした総合的な幼児教育の指針。計画期間は５
年間で、平成 24年度から第２期のプログラムがスタートした。市では、本プログラムに沿って、
保育所・幼稚園での幼児教育機能の充実、家庭や地域社会の教育力の再生・向上、幼児教育と
小学校教育の連携・接続の強化などを推進し、総合的な幼児教育の充実を目指している。

『ジビエ給食』　　　
“ジビエ”とは、野生鳥獣の肉のこと。市では、有害鳥獣駆除で捕獲され、地元で加工され
たイノシシ肉を使用したカレーなどを学校給食の献立としている。
児童・生徒に、イノシシ肉の消費拡大が農業被害削減につながることを知ってもらい、農業
や生態系について考える機会となることを期待している。

『児童』
18 歳に達する日以後の最初の３月 31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有す
る者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の厚生労働省令で定める理由によ
り日本国内に住所を有しないものをいう。

『民生委員児童委員』
民生委員は「民生委員法」によって、また、児童委員は「児童福祉法」によってその設置が
定められ、両委員を兼ねることとなっている。民生委員児童委員は、常に住民の立場に立ち、
地域における見守りや安否確認などをはじめとする支援活動など地域のボランティアとして自
発的・主体的な活動を行う。

『シティプロモーション』
市が、その魅力を創造、発掘し、市内外に効果的に発信することで、市外の人に「行ってみたい」

「住んでみたい」と思ってもらい、交流人口増、定住人口増につなげるとともに、市内の人には「住
んで良かった」と思ってもらい、市に愛着や誇りを持ってもらうこと。

『コオーディネーショントレーニング』　
ＮＰＯ法人日本コーディネーショントレーニング協会（ＪＡＣＯＴ）と公益社団法人笹川ス
ポーツ財団（ＳＳＦ）が共同研究し、普及しているトレーニングの一つ。コーディネーション
トレーニングは、運動の巧

こう

緻
ち

性等の多様な運動能力を獲得することを目的としたトレーニング。
また、身体と脳の発生学的な面からのアプローチとしてのコオーディネーショントレーニング
は、総合的な心身の発達に関連づけた教育の一環としても位置づけられる。

『ワークライフバランス』
（仕事と生活の調和）仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己啓発など、さまざまな活動に
ついて、自らの希望するバランスで展開できる状態をいう。仕事と生活の調和が実現した社会
とは「国民一人ひとりがやりがいや充実を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、
家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生
き方が選択・実現できる社会」とされている。



《第６章》
『認定こども園』
幼稚園と保育所の機能や特長をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設。認定こども園では、
保護者の就労状況に関係なく、３～５歳の子どもは教育と保育を一緒に受ける。保護者が働かな
くなった等、就労状況が変わった場合も、通い慣れた園を継続して利用できる。
『家庭的保育』
定員５人以下を対象に、家庭的な雰囲気のもとで行うきめ細かな保育サービス。

『小規模保育』
定員６～ 19人を対象に、家庭的保育に近い雰囲気のもとで行う保育サービス。

『事業所内保育』
会社の事業所の保育施設等で、従業員の子どもと地域の子どもを一緒に保育する。

『居宅訪問型保育』
障害・疾病等で個別のケアが必要な場合や、施設が無くなった地域で保育を維持する必要が
ある場合等に、保護者の自宅で、１対１で保育を行う保育サービス。

『確認を受けない幼稚園』
現在の事業形態のまま、新制度の教育・保育給付事業に移行しない幼稚園のこと。保護者へ
の直接給付が残るため、入園児には就園奨励費補助が残り、施設型給付施設を使用する際に必
要な認定区分の申請は必要ない。

『利用者支援専門員』
市役所窓口で、保育所や幼稚園等の施設や、地域の子育て支援事業等から必要な支援を選択
して利用できるように、情報提供や相談・援助等を行う専任職員。「保育コンシェルジュ」と呼ぶ。

『児童館』
児童福祉法に規定されている児童厚生施設の１つ。18歳未満の子どもに健全な遊びを与え、
その健康を増進し、または情操を豊かにすることを目的として設置される屋内型児童厚生施設。

『児童養護施設』
児童福祉法に規定されている児童福祉施設の１つ。保護者のない子どもや保護者から適切な
養育が受けられない子ども等、環境上養護を要する子どもを入所させて養護し、あわせて退所
した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設。

『乳児院』
乳児を入院させて養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的
とする児童福祉施設。児童養護施設が原則として１歳以上の子どもを養育するのに対し、１歳
未満の乳児を主に養育する。

『地域子育て支援拠点』
地域の身近なところで、気軽に親子の交流や子育て相談ができる場所のこと。公共施設や保
育所等、様々な場所で行政やNPO法人等が担い手となって実施する。現在、市内にはメイト
ム宗像に市子育て支援センター「ふらこっこ」がある。
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─宗像市次世代育成支援対策審議会委員名簿─

任期：平成 26年５月 26日～平成 28年５月 25日

NO 区分 氏
し

名
めい

所属・役職（委嘱当時）

1
知識経験を有する者

横
よこ

山
やま

　正
まさ

幸
ゆき

福岡教育大学名誉教授

2 石
いし

山
やま

さゆり 日本赤十字九州国際看護大学准教授

3
児童福祉関係団体を
代表する者

小
お

方
がた

　信
しん

二
じ

第二赤間保育園園長

4 衛
え

藤
とう

　蔦
つた

子
こ

宗像市民生委員児童委員

5 中
なか

里
ざと

留
る

美
み

子
こ

宗像子育てネットワークこねっと代表

6
関係行政機関の職員

中
なか

山
やま

　秀
ひで

樹
き

福岡県宗像児童相談所　相談第一課長

7 吉
よし

永
なが

　敦
あつ

子
こ

福岡県宗像・遠賀保健福祉環境事務所　健康増進係係長

8

教育関係者

髙
たか

杉
すぎ

　洋
ひろ

史
し

宗像市私立幼稚園連盟会長　玄海ゆりの樹幼稚園園長

9 薄
すすき

　　俊
とし

哉
や

玄海小学校校長

10 釜
かま

瀬
せ

　　計
はかる

宗像市立日の里西小学校　元校長　福津市立神興幼稚園　元園長

11
市民代表

今
いま

西
にし

　美
み

樹
き

公募委員

12 高
たか

畑
はた

真
ま

希
き

子
こ

公募委員

（敬称略）

─宗像市次世代育成支援対策審議会条例─

（平成 25年３月 28日条例第８号）

　（設置）
第１条　子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号。以下「法」という。）第 77 条第１
項の規定に基づき、宗像市次世代育成支援対策審議会（以下「審議会」という。）を置く。
　（所掌事務）
第２条　審議会の所掌する事務は、次に掲げるとおりとする。
　（１）　法第 77条第１項に規定する事項に関すること。
　（２）　宗像市子ども基本条例（平成 24 年宗像市条例第 13 号）による行動計画の策定及び
見直しに関して、意見を述べること並びに同条例による施策等の検証に関して審議するこ
と。

　（３）　次世代育成支援対策の推進について調査審議すること。
　（組織）



第３条　審議会は、12人以内の委員をもって組織する。
２　委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
　（１）　知識経験を有する者
　（２）　児童福祉関係団体を代表する者
　（３）　教育関係者
　（４）　市民代表
　（５）　関係行政機関の職員
　（任期）
第４条　委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、
前任者の残任期間とする。
２　委員は、再任されることができる。
　（会長及び副会長）
第５条　審議会に、会長及び副会長１人を置く。
２　会長及び副会長は、委員の互選により定める。
３　会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
４　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を
代理する。
　（会議）
第６条　審議会の会議は、会長が招集する。
２　審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
３　議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決すると
ころによる。
　（庶務）
第７条　審議会の庶務は、子ども部子ども育成課において処理する。
　（雑則）
第８条　この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、市長が別に定め
る。
　附　則
　（施行期日）
１　この条例は、平成 25年４月１日から施行する。
　（宗像市子ども基本条例の一部改正）
２　宗像市子ども基本条例（平成 24年条例第 13号）の一部を次のように改正する。
　　　　〔次のよう〕略
　（経過措置）
３　この条例の施行の際現に従前の宗像市次世代育成支援対策審議会の委員である者は、この
条例の施行の日に、第３条第２項の規定により宗像市次世代育成支援対策審議会の委員とし
て委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期
は、第４条第１項の規定にかかわらず、同日における従前の宗像市次世代育成支援対策審議
会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
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区　分 開催日 内　　　　容

第１回 平成26年６月18日
・宗像市子ども・子育て支援事業計画（案）概要説明
・計画（案）策定諮問

第２回 平成26年７月15日

・子ども・子育て支援新制度について
・計画の策定について
・計画の骨子案について
・計画の名称・基本理念・基本方針について

第３回 平成26年７月30日
・第１章　計画策定の背景について
・第２章　計画の概要について
・第４章　計画の基本理念・基本方針について

第４回 平成26年８月28日
・子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策について
・第４章　計画の基本理念・基本方針について

第５回 平成26年９月25日
・第３章　本市の子ども・子育て取り巻く状況について
・第４章　計画の基本理念・基本方針について

第６回 平成26年10月28日

・第３章　本市の子ども・子育て取り巻く状況について
・第４章　計画の基本理念・基本方針について
・第５章　計画の内容について
・第６章　子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策

について
・第７章　計画の推進について

第７回 平成26年11月21日 ・第５章　計画の内容について

第８回 平成26年12月２日 ・第５章　計画の内容について

第９回 平成26年12月15日 ・宗像市子ども・子育て支援事業計画（案）全章について

平成27年１月６日 宗像市子ども・子育て支援事業計画（案）答申

第 10回 平成27年３月25日
・パブリックコメント意見と回答について
・計画の修正点について

─宗像市次世代育成支援対策審議会　審議経過─



（平成 24年３月 30日条例第 13号、改正　平成 25年３月 28日条例第８号）

前文

第１章　総則（第１条―第３条）

第２章　子どもの権利（第４条―第８条）

第３章　保護者、市民等、子ども関係施設及び市の役割（第９条―第 12条）

第４章　子どもにやさしいまちづくり（第 13条―第 17条）

第５章　啓発（第 18条―第 20条）

第６章　子どもの権利の侵害に対する救済と回復（第 21条―第 26条）

第７章　施策の検証（第 27条）

第８章　雑則（第 28条）

附則

子どもは、夢と希望に満ちた、かけがえのない存在です。また、どの子も自分らしく健やかに

成長し、伸びる可能性を持っています。

その可能性の芽を摘み取らずに成長させることが、今、大人に問われています。

子どもは、一人ひとりが権利の主体です。あらゆる差別や暴力から守られ、豊かな愛情のもとで、

生き、育ち、参加する権利があります。

大人は、子どもの最善の利益を保障しなければなりません。そのためには、子どもの気持ちを

しっかりと受け止め、一緒に考えたり、体験させたり、教え導いていくことが大切です。

宗像市は、昔から交通や文化の要衝の地であり、人と人とのふれあいを大切にしてきたまちで

す。今もその精神がいきづいています。

子どもは、そのふれあいの中で、自分と同じように相手のことを大切にする心や、社会の一員

としての役割やルールを学ぶことができます。

子どもが自らの可能性を伸ばし、自分の将来に夢を持てるまちは、すべての人にやさしく、希

望に満ちたまちになります。

宗像市は、「子どもの権利」「大人の責務」「子どもにやさしいまち」を３つの柱とし、子ども

の健やかな成長が保障されるまちづくりを、子どもも大人も共に手を取り合って進めていくこと

を宣言し、この条例を制定します。

─宗像市子ども基本条例─
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　第１章　総則

　（目的）

第１条　この条例は、子どもの権利を守るために、保護者、市民等、子ども関係施設及び市の

責務並びに役割を明らかにするとともに、子どもにやさしいまちづくりの推進に関する施策

の基本となる事項並びに子どもの権利侵害の救済及び回復に関する事項を定めることによ

り、将来にわたって子どもの権利及び健やかな成長が保障されることを目的とする。

（定義）

第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

　（１）　子ども　市内に住所を有する 18歳未満の者をいう。

　（２）　保護者　親又は親に代わり子どもを養育する立場にある者をいう。

　（３）　市民等　次に掲げるものをいう。ただし、第１号に規定する子ども及び市外に住所を

有する 18歳未満の者を除く。

　ア　市内に住所を有する者

　イ　市内の事務所又は事業所に勤務する者

　ウ　市内の学校に在学する者

　エ　市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

　（４）　子ども関係施設　次に掲げる施設をいう。

　ア　児童福祉法（昭和 22年法律第 164 号）に規定する児童福祉施設

　イ　学校教育法（昭和 22年法律第 26号）に規定する学校

　ウ　社会教育法（昭和 24年法律第 207 号）に規定する各種施設

　エ　その他子どもが関係する施設

（責務）

第３条　保護者は、子どもの成長及び発達についての第一義的責任を持つことを認識し、その

養育する子どもの権利を保障しなければならない。

２　市民等は、子どもに関わる場又は機会において、子どもの権利を保障しなければならない。

３　子ども関係施設の設置者、管理者及び職員（以下「施設関係者」という。）は、子ども関

係施設において、子どもの権利を保障しなければならない。

４　市は、あらゆる施策を通じて子どもの権利を保障しなければならない。

５　保護者、市民等、施設関係者及び市は、前各項の責務を果たすに当たっては、お互いの立

場を尊重し、協力して取り組まなければならない。



　第２章　子どもの権利

　（安心して生きる権利）

第４条　子どもは、安心して生きる権利を有しており、その権利を保障するため、主として次

に掲げることが保障されなければならない。

　（１）　命が守られ、尊重されること。

　（２）　愛情及び理解をもって育まれること。

　（３）　温かい家庭の中で、家族と共に生活すること。

　（４）　平和で安全な環境の下で生活すること。

　（５）　あらゆる差別及び暴力を受けず、放置されないこと。

　（６）　健全な発達を阻害する環境から守られること。

　（自分らしく生きる権利）

第５条　子どもは、自分らしく生きる権利を有しており、その権利を保障するため、主として

次に掲げることが保障されなければならない。

　（１）　個性が尊重され、その個性を伸ばすこと。

　（２）　自分で考え、判断し、行動すること。

　（３）　プライバシーが守られること。

　（４）　子どもであることにより、不当な取扱いを受けないこと。

　（豊かに育つ権利）

第６条　子どもは、様々な経験を通して豊かに育つ権利を有しており、その権利を保障するた

め、主として次に掲げることが保障されなければならない。

　（１）　学ぶこと。

　（２）　遊ぶこと。

　（３）　生活のリズムが守られること。

　（４）　良い事、悪い事及び社会のルールについてきちんと教えてもらうこと。

　（意見を表明する権利）

第７条　子どもは、自ら社会に参加し、意見を表明する権利を有しており、その権利を保障す

るため、主として次に掲げることが保障されなければならない。

　（１）　自分の気持ち又は考えを表現するために必要なコミュニケーションの力を伸ばす機会

が得られること。

　（２）　自分の気持ち又は考えを表明し、尊重されること。

　（３）　意思決定に参加すること。

　（４）　社会参加に関して、適切な支援が受けられること。

　（子どもの役割）

第８条　子どもは、自分の権利が尊重されるのと同様に、他の者の権利を尊重するよう努めな

ければならない。

　２　子どもは、他の者の権利を侵害する行為をしないよう努めなければならない。

　３　子どもは、家庭又は社会の一員としての役割を果たすよう努めなければならない。
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　第３章　保護者、市民等、子ども関係施設及び市の役割

　（保護者の役割）

第９条　保護者は、子どもの最善の利益を第一に考え、かつ、愛情をもって子どもの成長及び

発達に応じた養育をしなければならない。

　２　保護者は、子どもの年齢に応じた心身の発達に関する知識及び養育について習得するよ

う努めなければならない。

　３　保護者は、子どもが基本的な生活習慣及び社会性を身に付けるよう努めなければならな

い。

　４　保護者は、虐待その他の子どもの権利を侵害することをしてはならない。

　５　保護者は、子どもの発達に有害なものから子どもを保護しなければならない。

　６　保護者は、子どもの個性に応じ、教育を受けさせるとともに、文化、芸術又はスポーツ

に接する機会を作るよう努めなければならない。

　（市民等の役割）

第 10 条　市民等は、子どもは「社会の宝」であると認識し、子どもを温かく見守り、子ども

が安心して過ごすことができるよう努めなければならない。

　２　市民等は、地域において、子どもが意見を表明し、又は参加する機会を設けるよう努め

なければならない。

　３　市民等は、子どもが社会のルールに反する行為をしたときは、注意し、若しくは指導し、

又は関係機関等に通報し、若しくは連絡しなければならない。

　（子ども関係施設の役割）

第 11 条　子ども関係施設は、子どもの最善の利益を第一に考え、かつ、愛情をもって指導又

は援助を行い、子どもを育成しなければならない。

　２　子ども関係施設は、子どもの年齢又は個性に応じて、自主的な活動を支援しなければな

らない。

　３　施設関係者は、子どもの育ち及び気持ちについて理解し、把握できる力を身に付けなく

てはならない。

　４　子ども関係施設は、いじめ等の防止に努めるとともに、相談しやすい環境を整備しなけ

ればならない。

　（市の役割）

第 12 条　市は、子どもの権利を保障するため、国、他の地方公共団体及び関係機関と連携す

るとともに、必要な施策を実施しなければならない。

　２　市は、保護者、市民等及び子ども関係施設がそれぞれの責務と役割を果たすことができ

るよう、必要な支援をしなければならない。

　３　市は、子ども自ら又は保護者等を通じて、市政等に関する意見を求めるよう努めなけれ

ばならない。

　４　市は、虐待、いじめその他の子どもの権利を侵害する行為の防止及び早期発見に努めな

ければならない。



　５　市は、前項の取組において被害を受けた子どもを発見したときは、その保護及び救済に

努めるとともに、関係機関と協力し、必要な支援をしなければならない。

　６　前各項に定めるもののほか、市は、さまざまな方法を通して、子どもの権利の普及及び

啓発に努めなければならない。

　第４章　子どもにやさしいまちづくり

　（施策の推進）

第 13 条　市は、子どもの権利を保障し、子どもにやさしいまちづくりの施策を推進するため、

行動計画を策定しなければならない。

　２　市は、行動計画を策定し、又は見直すときは、第 27 条の次世代育成支援対策審議会の

意見を聴かなければならない。

　３　市は、行動計画を策定し、又は見直したときは、速やかにその内容を公表しなければな

らない。

　（子どもの居場所づくり）

第 14 条　市、市民等及び施設関係者は、地域において、子ども同士が遊び等の体験を通じ、

豊かに成長できるよう、安全で安心な居場所づくりに努めなければならない。

　２　市は、自主的に居場所づくりをしている市民等との連携を図り、その支援に努めなけれ

ばならない。

　（子どもの意見表明の機会の提供）

第 15 条　市は、子どもが意見表明を行うことができる機会を設けるよう努めなければならな

い。

　（子育て支援）

第 16 条　市、市民等及び施設関係者は、保護者が安心して子育てをすることができるよう支

援しなければならない。

　２　市、市民等及び施設関係者は、保護者の子育て及び仕事の両立を支援するとともに、子

どもが健やかに成長できる環境づくりに努めなければならない。

　（健全な発達を阻害する環境からの保護）

第 17 条　市、市民等及び施設関係者は、健康に有害なもの、性的虐待、過激な暴力等の有害

な情報その他の子どもの健全な発達を阻害する環境から子どもを保護し、又はその環境を改

善するよう努めなければならない。
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　第５章　啓発

　（啓発）

第 18 条　市は、子どもの権利の普及及び啓発に努めるものとする。

　（学習等への支援）

第 19 条　市は、家庭教育、学校教育及び社会教育の場において、子どもの権利についての学

習及び研修が推進されるよう、必要な教育環境の整備に努めなければならない。

　２　市は、施設関係者、医師又は保健師等の子どもの権利に職務上関係のある者に対し、子

どもの権利についての理解がより深まるよう、研修の機会を提供するよう努めるものとす

る。

　３　市は、子どもが自主的に行う子どもの権利についての学習等の取組に対し、必要な支援

に努めるものとする。

　（子どもの権利の日）

第 20 条　市は、子どもの権利についての関心及び理解を深めるため、宗像市子どもの権利の

日（以下「権利の日」という。）を設ける。

　２　権利の日は、11月 20 日とする。

　３　市は、権利の日の趣旨にふさわしい事業を行うものとする。

　第６章　子どもの権利の侵害に対する救済と回復

　（子どもの権利救済委員）

第 21 条　市は、子どもの権利の侵害に迅速かつ適切に対応し、その救済及び権利の回復を支

援するため、宗像市子どもの権利救済委員（以下「救済委員」という。）を置く。

　２　救済委員は、３人以内とする。

　３　救済委員は、子どもの権利、福祉、教育等に関して知識経験を有する者のうちから、市

長が選任する。

　４　救済委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残

任期間とする。

　５　救済委員は、任期の満了以外は、その意に反して職を解かれない。

　６　前項の規定にかかわらず、市長は、救済委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えない

と認める場合又は救済委員としてふさわしくない行為があると認める場合においては、そ

の職を解くことができる。

　（救済委員の職務）

第 22条　救済委員は、次に掲げる職務を行う。

　（１）　子どもの権利の侵害について、子どもその他関係者から相談を受け、その救済及び権

利の回復のために、助言又は支援をすること。

　（２）　権利の侵害を受けている子どもについて、本人又はその関係者から救済の申立てを受

け、事実の調査又は関係者間の調整をすること。

　（３）　子どもが権利の侵害を受けていると認めるときに、自らの判断で調査すること。



　（４）　必要と認めるときに、子どもの権利を侵害した者に対して、是正措置を講ずるよう勧

告し、又は制度等の改善を要請すること。

　（５）　前号の勧告又は要請に対する是正措置又は制度等の改善の状況等の報告を求めるこ

と。

　２　救済委員は、前項の職務を行うに当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。

　（１）　職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も同様とする。

　（２）　人権について十分に配慮すること。

　（３）　関係機関等と協力すること。

　（救済委員に対する支援及び協力）

第 23 条　市は、救済委員の独立性を尊重し、その活動を積極的に支援しなければならない。

　２　保護者、市民等及び子ども関係施設は、救済委員の活動に協力するよう努めなければな

らない。

　（勧告又は要請への対応）

第 24 条　市は、救済委員から勧告又は要請を受けたときは、速やかに、その対応状況等を報

告しなければならない。

　２　市以外のものは、救済委員から勧告又は要請を受けたときは、速やかに、その対応状況

等を報告するよう努めなければならない。

　（勧告又は要請等の内容の公表）

第 25 条　救済委員は、必要と認めたときは、勧告若しくは要請又はその対応状況等を公表す

ることができる。

　（報告等）

第 26 条　救済委員は、毎年の活動状況等を市長に報告し、市民に公表する。

　第７章　施策の検証

　（子どもの権利の保障状況の検証）

第 27 条　市は、この条例による施策、行動計画の実施状況及び子どもの権利の保障状況につ

いて毎年度検証を行わなければならない。

　２　前項の検証に当たっては、宗像市次世代育成支援対策審議会条例（平成 25年条例第８号）

に規定する宗像市次世代育成支援対策審議会に対し、諮問するものとする。

　３　市長その他の執行機関は、審議会の報告又は提言を尊重し、必要な措置をとるものとす

る。

　　　　　（平 25条例８・一部改正）
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　第８章　雑則

　（委任）

第 28 条　この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

　　附　則

　（施行期日）

　１　この条例は、平成 24 年４月１日から施行する。ただし、第６章及び第７章の規定は平

成 25年４月１日から施行する。

　（経過措置）

　２　この条例の施行の際現に次世代育成支援対策推進法（平成 15 年法律第 120 号）第８条

第１項の規定により策定されている計画は、この条例の相当規定に基づき策定された行動

計画とみなす。

　３　第 22 条の規定は、この規定の施行の日（以下「施行日」という。）前３年から施行日の

前日までに生じた子どもの権利の侵害に関わる事項についても適用するものとする。

　（準備行為）

　４　第 21 条第３項の規定による救済委員の選任に関し必要な行為は、同項の規定の施行の

日前においても行うことができる。

　　　　附　則（平成 25年３月 28日条例第８号）抄

　（施行期日）

　１　この条例は、平成 25年４月１日から施行する。



─市民意見提出手続の意見及びその回答─

宗像市子ども・子育て支援事業計画（案）に関する市民意見提出手続の意見及びその回答
●実施期間：平成 27年 1月 20 日～平成 27年 2月 18 日

宗像市子ども・子育て支援事業計画（案）について、市民２名から８項目のご意見をいただき
ました。いただいたご意見について、全て貴重なご意見として本計画への反映を検討しました。
ご意見に対する市の考え方は下記のとおりです。
なお、いただいたご意見に回答するにあたっては、計画への反映する考え方を示していますが、
具体的な事業実施方法に関するものについては、事業を進める中で検討して参ります。また、本
計画に直接関係ないものや表現に関するものについては、回答しておりません。
貴重なご意見を多数いただき、ありがとうございました。

箇所 ご意見（要旨） 回　　　　　答

8 ページ
9ページ

宗像市では平成 13 年度から
子育て支援計画を策定したが、
それは国の次世代育成の方針に
先駆けて、市の子育て支援対策
の礎となった計画であり記述す
べきである。

平成 13 年度子育て支援計画を策定しており、
市の子育て支援には欠かせない計画でした。ご
意見のとおり、計画案の「2　宗像市の取り組み」
に、子育て支援計画を加え、以下のように修正
します。
（修正後）
宗像市では、子育ての問題について、その支
援に総合的な視点で取り組むため平成 13 年に
「宗像市子育て支援計画」を策定し、「応援しま
す！すこやかな子育ち・楽しい子育て」を基本
理念として定め、様々な施策や事業を推進して
きました。
その後、国の動きに合わせて平成 17年に「宗
像市次世代育成支援対策前期行動計画」を、平
成 22 年に「宗像市次世代育成支援対策後期行
動計画」を策定し、子どものすこやかな育ちを、
家庭をはじめとして、（以下、略。）
（修正前）
宗像市では、平成 17年に「宗像市次世代育成
支援対策前期行動計画」を、平成 22年に「宗像
市次世代育成支援対策後期行動計画」を策定し、
「応援します！すこやかな子育ち・楽しい子育て」
を基本理念として、子どものすこやかな育ちを、
家庭をはじめとして、（以下、略。）
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箇所 ご意見（要旨） 回　　　　　答

26 ページ 地域のサロンや子育てサーク
ルこそ、地域の中で親子が育つ
のに大事な場所だと思うので、
もっと PRや支援が必要だと思
う。

アンケート調査分析結果の中で「子育て支援
にかかる公的機関の周知や活動内容をわかりや
すく知ってもらうための工夫が必要」と記載し、
基本方針Ⅱの施策で「市民団体との協働により、
きめ細かな子育て支援サービスを提供するとと
もに、地域住民の多くが子育てへの関心・理解
を高め、地域全体で子育て家庭を支えることが
できるよう取り組みます。」と記載していますの
で、ご意見のとおり、積極的に PRや支援を行っ
ていきます。
なお、計画案については、原案のとおりとし
ます。

28ページ 子育ての相談先に専門性のあ
る機関や、スタッフが求められ
ているということが　書かれて
いるが、親育ちの視点が大切だ
と思う。早い時期から子どもを
預けて働く傾向もある中、親子
の愛着を育む時間や、その意識
は、どこで学べるのか？
近年、愛着障害という言葉も
よく聞かれるようになってい
る、乳児期の愛着形成の大事な
時期に、親子に学びの機会が必
要だと考える。IPPO プログラ
ム（愛着形成・虐待防止・産後
うつ防止）を第 1子の赤ちゃん
を持つ親子全員が受講する機会
を持ってほしい。

計画案の基本方針Ⅱの中で「親育ちを支援す
ること」は重要な課題と位置づけています。
IPPOプログラムなどの親育ちプログラムはそ
の有効性は認められるものの、既に市では「母
子教室事業」（愛着形成）、「子ども家庭相談事業」
（虐待防止）、「母子訪問事業」（産後うつ防止）
など子ども・子育てに関係する多岐にわたる事
業に取り組んでおり、それらの事業の中で実施
します。
なお、計画案については、原案のとおりとし
ます。



箇所 ご意見（要旨） 回　　　　　答

54 ページ 子育て支援に求めるものの中
に、遊び場『公園などで小さな
子どもたちだけで遊べるように
見守ってほしい』ということや、
短い時間預けるサポートが欲し
いなど、親子が離れるような支
援が求められるが、親子が一緒
で楽しいという気持ちを育むよ
うな場が必要だと思う。

計画案の基本方針Ⅱの中で「保護者は、愛情
をもって、子どもの成長・発達に応じた養育を
しなければなりません。（中略）子育て支援に関
する様々なサービスが十分に整備されたとして
も、保護者は、それらに過度に依存することなく、
自らの責任で子育てを行うことが基本です。」と
しています。
また「子育てに自信が持てるようになると、
子育てが楽しくなり、子どもと共に成長するこ
とに生き甲斐を感じます。」としていますので、
この基本方針に基づき関連する事業を進めてい
きます。
なお、計画案は、原案のとおりとします。

57ページ 基本方針Ⅰの乳幼児期に外で
遊ぶことで、体や自律神経など
の基本が出来てくるという点も
大きいのではないかと思う。自
然体験や体験活動という言葉は
たくさんでてくるが、外で遊ぶ
ということ、『外遊び』という
意識付けも必要だと思う。

ご意見のとおり、子どもの育成における外遊
びの重要性を考慮し、「外遊び」の意識付けに関
する内容を計画案の中に取り入れます。
「遊び」に関する取り組みは、計画案の基本方
針Ⅰの重点施策「子どもの居場所づくり」に位
置づけられていますので、その方針に次のとお
り追記します。
（修正後）
◆方針　　（前略）
「外遊び」は子どもの成長にとって大変重要な
意義を持っています。外で思い切り体を使って
遊ぶことで基礎体力が発達し、五感が刺激され、
豊かな感性が生まれることで、心と体の健全な
発達が促進されます。（後略）

71ページ グローバル人材の育成の事業
では、ほとんどの場合、自己資
金がいるようになっているので
は？近頃、子どもの貧困の問題、
それが原因による学びや、遊ぶ
体験にいたるまでの格差などを
よく耳にするので、海外に出向
くプログラムを、希望者が誰で
も行けるようにできないだろう
か？

海外体験プログラムの参加費徴収の有無や金
額の設定は、個々の事業の企画段階で検討しま
すが、市が事業を実施することで、参加者は少
ない自己負担で海外を体験することができるた
め、より多くの子どもに海外体験の機会を提供
することができます。
子どもの貧困対策については、この施策とは
別に取り組む課題であると考えます。
なお、計画案は原案のとおりとします。
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箇所 ご意見（要旨） 回　　　　　答

82 ページ ワークライフバランスの推進
で、女性の社会進出を増やすこ
とを考えるなら、家庭に男性が
進出する機会も同様に増やさな
ければ、家庭の中が空っぽにな
り、その中で育つ子どもにとっ
て寂しい場になってしまう。子
どもが幼い時期には、両親とも
に働く時間を短くできる社会の
あり方にできないものか？
また、子育て時期に専業主婦
や専業主夫といった働かない選
択（育児に専念）をすることが
あってもいいと思う。

育児を大切にする社会への変革は、日本社会
全体で取り組むべき課題だと考えます。市では、
「ワークライフバランスの推進」を施策に掲げ、
男女共同参画推進事業、男女共同参画推進セン
ター事業で啓発事業などを進めます。
また、子育て時期に育児に専念することにつ
いて、基本方針Ⅲで「地域社会全体で子どもの
育ちを温かく見守り、また子育て中の保護者を
積極的に応援する必要があります」として、市
民などの理解を求めています。
なお、計画案は原案どおりとします。

90ページ 支援の必要な子どもに対し
て、放課後プレーパークなど、
地域の中に子どもの居場所を
作ってやれたら良いように思
う。また、学校とも連携して、
例えば、子どもの外遊びの日な
ど、宗像市では、子どもの居場
所づくりを推進し、外遊びを定
着させ、地域の人と多世代交流
を生み出すなどのために、『毎
週火曜日は、地域の中で外遊び』
などの取り組みが出来ないだろ
うか？アウトメディアとの連動
にもなると考える。

放課後の子どもの居場所づくりは、重点施策
と考えており、「子どもの居場所づくり（プレー
パーク業務）」において、「放課後プレーパーク」
などの拡充を目指し、地域や市民活動団体など
と協働で取り組んでいきます。
なお、計画案については、原案のとおりとし
ます。


